
【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

キャリーロードサービス

株式会社ファミリーエクステリア

有限会社進栄電気

株式会社堀川クリーニング

社会福祉法人寿泉会　泉園

霊法会津講堂

株式会社横山食品

有限会社崎空調

杉谷建設株式会社

有限会社丸藤建設

有限会社原川電機工業所

有限会社タカハシ・エム・エフ・ジー

中部日化サービス株式会社三重支店

有限会社尾崎建築

株式会社メイゴー三重住設建材部

有限会社牛田水道

株式会社エステム三重

西栄建設株式会社

株式会社三重毎日広告社

株式会社マルゼン三重営業所

運転代行エス・ワイ

有限会社タニ

株式会社ショクブン津営業所

山一商事株式会社

中勢製氷冷蔵株式会社

株式会社東洋光和

株式会社三螢

中部商事株式会社

有限会社宮崎組

株式会社山口商会

有限会社　後藤組

ラビット津中央店

株式会社河合組

藤水保育園

有限会社大月設備

相互車輌有限会社



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社川北商会

株式会社ダスキンサーヴ東海北陸ダスキン長岡町支店

有限会社芸濃清掃社

大河内自動車　株式会社

株式会社　ホンダオート三重　津北店

津長谷山学園

株式会社　アルファー

クリマシィイ－　有限会社

有限会社丸伸水産

株式會社山電

紀藤工業株式会社

株式会社岡林

有限会社大森組

有限会社山川興業

有限会社ケアステーションたきび

株式会社川口組

株式会社三重空調

有限会社芦富

株式会社西出

株式会社　若　鈴

有限会社三重リネン

スリーエイトアクトサービス

株式会社杉浦石油店

株式会社萩原建設

東海管清興業株式会社

株式会社北山水産

有限会社赤塚農機

浜崎水産株式会社

株式会社クラユニコーポレーション

株式会社朝日管清興業

株式会社奥田設備

スカイリース株式会社

有限会社平治煎餅本店

株式会社南山建設

中部産業株式会社

株式会社ホンダカーズ三重



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社赤塚植物園

宮崎石油有限会社

株式会社ヤマト白蟻研究所

柳有限会社

国分プレス工業株式会社安濃工場

東液カスタマーサービス㈱津営業所

株式会社三重中央コンサルタント

株式会社タナカ包装

株式会社山口塗装

有限会社北角植物園

有限会社丸新建設

宗教法人救世神教

有限会社　大森清掃社

株式会社キヒラ工房

有限会社東海断熱

株式会社芸濃

テクノトーシン株式会社

北嶋建設株式会社

東海警備保障株式会社

株式会社赤塚

中村造園有限会社

株式会社　別所書店

株式会社　ニーズ

株式会社　タツノ　中部支店　津営業所

株式会社　大弘通信システム

有限会社　きよみ工業

ダイキンエアテクノ　株式会社　中部支店　津営業所

和広薬品株式会社

坂倉水道株式会社

松阪ハム株式会社

高森自動車整備工業株式会社

株式会社　アイケーディ

有限会社　磨洞温泉　涼風荘

丸栄木材　株式会社

有限会社　建築工房テイク－ワン

有限会社　青木電業



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

南海カツマ　株式会社

鍛冶清水道　株式会社

みどり清掃有限会社

株式会社アルフレッシュ　リファイン津みなみ

株式会社アンセイ三重工場

有限会社　丸木

株式会社シモデン　津営業所

株式会社丹羽組

有限会社梅田

澤田建設株式会社

有限会社坂口組

薬王寺ゴルフ開発株式会社津カントリー倶楽部

東洋通商株式会社

株式会社三重県月の友の会

株式会社村上商店

社会福祉法人ウエルケア津橋北デイサービスセンター（サポート）

トヨタ産業株式会社津営業所

丸井産業株式会社三重営業所

平和製粉株式会社

伊勢プラスチック株式会社

有限会社三鈴モータース

小川　久

株式会社　第一ホンダ

紀平合板　株式会社

ミフジ　株式会社

関西紙業　株式会社

三重日産自動車　株式会社

公益財団法人　三重県建設技術センター

大東商事　株式会社

西田興業株式会社

株式会社　ユニマットライフ　津営業所

東海工機　株式会社

アプリケーション・リサーチ　株式会社

パナソニックＳＳサービス　株式会社　中部支社

株式会社　杉新衣裳店

パナソニックエコリューションズ電材三重　株式会社　あのつ台工場



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

津フットボールクラブＷ１

株式会社　朝日屋

株式会社　ガスリビング三重

株式会社　ニチイ学館　ニチイケアセンター八町

株式会社　アレクシード

株式会社　ホンダオート三重

株式会社　ホンダパーツ中部　三重営業所

社会福祉法人　青松園

カネサ佐藤水産　株式会社

ヤマトガワ　株式会社　三重支店

ホシザキ東海　株式会社　三重支店

社会福祉法人　実践

株式会社　岩田組

株式会社　ＡＣＴＹＳ

釜屋硝子建材　株式会社

有限会社　桜自動車

有限会社　中島ラジオ商会

株式会社　ブルボン　津出張所

三重電業　株式会社

社会福祉法人　寿泉会　しおりの里　特別養護老人ホーム

株式会社　ヤマキ漬物

三重いすゞ自動車　株式会社　津支店

株式会社　Ｍａｔｓｕｄａ

株式会社林商店

株式会社　藤川工務店

社会福祉法人　三重ベタニヤ

自衛隊　三重地方協力本部

金子工業株式会社津営業所

株式会社　津ドライビングスクール

社会福祉法人　ぼだいじ保育園

藪建設　株式会社

株式会社　山岸工業

一般財団法人　三重県環境保全事業団

有限会社八景造園

三重農林建設　株式会社

株式会社　くろがね工作所　津工場



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社ハーテック・ミワ三重営業所

中尾技研工業株式会社

特定医療法人　暲純会　武内病院

名鉄観光サービス　株式会社　津支店

日本化薬　株式会社　津営業所

株式会社　セントラルリフォーム

西部アレフ株式会社

青空

株式会社東海美松園

株式会社チュウセイ

ネッツトヨタノヴェル三重株式会社津店

東海土建株式会社

日産プリンス三重販売　株式会社　津垂水店

三重エフエム放送株式会社

日産プリンス三重販売株式会社津南店

株式会社　佐南組

株式会社　帝国データバンク　津支店

西口金物株式会社

有限会社　ＡＺＩＺ　ＵＬＬＡＨ　ＴＲＡＤＩＮＧ

資生堂ジャパン株式会社中部支社三重支店

公益社団法人　津市シルバー人材センター

株式会社マルヤス

日本理化工業株式会社三重営業所

三交不動産　株式会社

有限会社ふじき組

株式会社　ゼンリン　津営業所

社会福祉法人高田福祉事業協会

三菱ＵＦＪモルガン・スタレー証券　株式会社　津支店

参天製薬　株式会社　三重医薬チームオフィス

三重トヨタ自動車　株式会社　本社

中勢用水土地改良区

三通建設工事株式会社津営業所

株式会社　大里食肉センター

有限会社　中部新国際警備

高砂建設　株式会社　津支店

イセットＭＰ　株式会社



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社テラビックキョーワ三重営業所

株式会社　アールビーサポート　安濃津ろまん

学校法人専修学園

社会福祉法人　真盛学園

株式会社　中山工務店

安濃建設株式会社

株式会社カンキョー

田中土木株式会社

フタバ電子工業株式会社

特定非営利活動法人在宅支援サービス青空

学校法人藤学園

社会福祉法人　洗心福祉会　本町総合事務所

東邦瓦斯　株式会社　三重支社　津営業所

株式会社伊勢組

社会福祉法人　あけあい会　特別養護老人ホーム明合乃里

三重三菱自動車販売株式会社津岩田店

マルホ　株式会社　津営業所

社会福祉法人　あけあい会　介護老人保健施設あのう

社会福祉法人　あけあい会　シルバータウン新町

三和シャッター工業　株式会社　津統括営業所

三重県中小企業共済協同組合

株式会社ウインドテックエンジニアリング

株式会社中部システムセンター

一般社団法人　日本自動車連盟　三重支部

フランスベッド　株式会社　メディカル三重営業所

三宅印刷株式会社

株式会社　ヨコハマタイヤジャパン　三重カンパニー

有限会社黒田工業

ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人

株式会社　百五総合研究所

株式会社イセワン

リンナイ株式会社三重営業所

有限会社　山管工

河芸建設株式会社

株式会社　ジャパンスポーツ運営

株式会社久居屋



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社中部テラオカ三重支店津営業所

三重大学生活協同組合

学校法人　松ヶ谷学園　ふたば幼稚園

日本郵便　株式会社　椋本郵便局

株式会社カーク　三重営業所

百五不動産調査　株式会社

運転代行　安心

日本空調サービス株式会社三重支店

コニカミノルタジャパン　株式会社　三重営業所

株式会社ゆうちょ銀行三重パートナーセンター

三井住友海上あいおい生命保険株式会社　三重南生保支社

株式会社　エスパ

株式会社　第三銀行　一身田支店

百五証券　株式会社　本社営業部

株式会社　ＡＳＶＥＬ

フクダ電子三岐販売　株式会社　三重営業所

株式会社三重電子計算センター　三重データセンター

草川塗装株式会社

一般財団法人　三重県交通安全協会

キヤノンシステムアンドサポート　株式会社　東海サービス推進部　津サービスセンター

株式会社ジェネラス訪問看護ステーションほたるみえ

住友不動産株式会社　津営業所

アース環境サービス株式会社　三重営業所

中部企業　株式会社

旭工機　株式会社

セコム三重株式会社　津支社

株式会社　オンテックス　三重支店

日本郵便株式会社　津中央郵便局　第三集配営業部

社会福祉法人　ライト　美里さつき保育園

三重リコピー株式会社

住友不動産　株式会社

有限会社カークリニック三興

医療法人　碧会　しおりの里

中北薬品株式会社津支店

セキスイファミエス中部　株式会社　三重支店

三重県農業協同組合中央会



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　三菱ＵＦＪ銀行　津支店

東海農政局　三重県拠点

株式会社　ＮＴＴフィールドテクノ　東海支店　三重営業所

日本郵便株式会社　津中央郵便局　第二集配営業部

日本郵便　株式会社　安濃郵便局

三重交通　株式会社　旅行営業部　中勢旅行支店

ニューライフ興業　有限会社

べクセス株式会社　三重事業所

中央日本花キ市況有限会社

株式会社イワヰ　三重工場

セコム三重　株式会社

三重トヨタ自動車株式会社　レクサス津

株式会社ＪＴＢ　三重支店

有限会社ヤツカ建設

アステラス製薬株式会社　営業本部三重営業所

株式会社　奥伝工業

株式会社　フレアス

中電興業株式会社　津営業所

三重県警察本部地域部地域課

三重県警察本部地域部自動車警ら隊

水谷鉄工株式会社

株式会社エヌピーカーサービス三重

株式会社ジェーイーテクノロジー津営業所

損保ジャパンパートナーズ株式会社　三重支店

医療法人　府洲会　介護老人保健施設ロマン

三菱電機ビルテクノサービス株式会社中部支社津営業所

ネッツトヨタ三重株式会社

菱和エアコン株式会社三重営業所

津こども園

ＮＤＳ　株式会社　三重支店

株式会社　幸三建設

敷島製パン株式会社　津営業所

トヨタモビリティパーツ株式会社　三重支社

トヨタモビリティパーツ株式会社　三重支社　津営業所

シャープサポートアンドサービス　株式会社　三重フィールドセンター

ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社医薬名古屋支店三重営業所



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社扇港電機津営業所

三重県防災対策部

興和株式会社　三重営業所

ＺＯＮＥＣＴ

東建コーポレーション株式会社　津店

株式会社　東京海上日動パートナーズ東海北陸

株式会社丸元

フィリップス・レスピロニクス　合同会社　東海支店　三重営業所

株式会社　トーエネックサービス　三重支店

パナソニックホームズ株式会社　中部第二支社三重支店

学校法人セントヨゼフ女子学園

株式会社ニチイ学館　ニチイケアセンター津

有限会社ケイエスプランニング

三重県観光開発株式会社

株式会社メディセオ津支店

株式会社辻工務店

株式会社　百五銀行　津駅前支店

明治安田生命保険　相互会社　津支社

株式会社　シーテック　三重支社

一般財団法人　中部電気保安協会　三重支店津営業所

株式会社ジェイエイ津安芸

株式会社　ダイイチ

学校法人　高田学苑

株式会社ＬＩＸＩＬ物流

ＡＩＧ損害保険株式会社　三重支店

ユニアデックス　株式会社　津サービスステーション

ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ株式会社三重サービスセンタ

株式会社　ＮＴＴファシリティーズ東海　三重支店

ぽっぽ運転代行

株式会社木曽路津店

ダイワ空調設備　株式会社

三重県警察本部生活安全部人身安全対策課

三重県津地域防災総合事務所

国土交通省　中部地方整備局　三重河川国道事務所

三重交通商事株式会社　本社

株式会社　三重県農協情報センター



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　シグマテック　津事業所

株式会社オリエンタル

株式会社　西原商会　東海　津支店

社会福祉法人　津市社会福祉協議会　河芸支部

三重県環境生活部

株式会社近江建設

創価学会　三重県文化会館

東邦ガステクノ　株式会社　三重支店

百五コンピュータソフト　株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社中部支社三重支店

有限会社　舟橋明楽園

株式会社　三重電子計算センター　本社

津市役所建設部

津市教育委員会事務局　美里教育事務所

東京海上日動火災保険　株式会社　三重支店　津支社

むくの木ワーク

第一三共　株式会社　東海支店　三重営業所

東京海上日動調査サービス　株式会社　名古屋事業所　津損害課

株式会社　後藤鉄工所

株式会社　三重研醸社

三重ＮＤＳ　株式会社

東海マツダ販売株式会社　津店

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社東海支店三重ビジネス営業部　ＮＴＴ桜橋ビル

ＰＨＣメディコム株式会社　三重営業所

株式会社　日本政策金融公庫　津支店　国民生活事業

諏訪組　株式会社

株式会社三洋開発

三恵技研工業株式会社安濃工場

日本生命保険相互会社津支社

東洋羽毛東海販売株式会社三重営業所

積水テクノ成型　株式会社　三重工場

社会福祉法人　あけあい会　ルミナスビレッジ曽根

ブリストル・マイヤーズ　スクイブ　株式会社

中部日信電子株式会社

三重トヨペット株式会社　津垂水本店

株式会社ザイマックスカレス



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県警察本部交通部交通指導課

三重県交通共済協同組合

株式会社寿美家和久　津店

中電エナジーサービス株式会社中南勢支社

リーフラス株式会社　三重支店

三重県警察本部交通部運転免許センター　運転免許管理課

三重県警察本部生活安全部生活安全企画課

株式会社　グリーンテックジャパン

新興自動車工業所

みのり監査法人三重オフィス

株式会社朝日オリコミ名古屋　三重営業所

有限会社運転代行ウッディブルー

安田　株式会社　三重支店

ダイドービバレッジサービス株式会社津営業所

三栄電機産業株式会社

株式会社アルファ

菊山鋼材株式会社

株式会社　スズケン津支店

株式会社森田製作所

津市上下水道事業局

津市上下水道管理局

三重県労働者住宅生活協同組合

シャープマーケティングジャパン株式会社　三重サービスステーション

伊藤印刷　株式会社

たるみ作業所

津市役所政策財務部

津市役所スポーツ・文化振興部

井上定　株式会社　津店

株式会社ホンダカーズ三重　津芸濃インター店

医療法人緑の風

社会福祉法人　津市社会福祉協議会本部

三重交通　株式会社

三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課

三重県警察本部刑事部捜査第三課

株式会社神広エージェンシー

株式会社　ヘルシーファミリー



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県信用農業協同組合連合会

特別養護老人ホーム慈宗院

アサヒドラフトマーケティング　株式会社　三重支店

アイトップス株式会社　三重支社

パナソニック　株式会社　三重電材営業所

津リトルシニア野球協会

タカノ商事株式会社

ケアパートナー株式会社　津センター

有限会社安野商会

株式会社竹中工務店　三重営業所

三重いすゞ自動車株式会社

三重県津警察署

株式会社マスカワ

株式会社　ツムラ　津営業所

三重県企業庁

三重金属工業株式会社

大鵬薬品工業株式会社三重出張所

学校法人大川学園

日本郵便株式会社　津中央郵便局　第一集配営業部

中日本フード株式会社　中部第二事業部三重営業部

全国農業協同組合連合会　三重県本部

三重県警察本部刑事部鑑識課

三重県警察本部警備部警備企画課

三重県警察本部警備部警備第一課

株式会社マイナビ三重支社

三重県警察本部警備部警備第二課

日本新薬　株式会社　三重オフィス

アイティ株式会社

株式会社　近畿予防医学研究所　三重支所

ダイドードリンコ　株式会社　中京第二支店

三交不動産株式会社　仲介事業部　津営業所

株式会社　三交コミュニティ

株式会社　三重平安閣　平安会館　津斎奉閣

科研製薬株式会社　三重営業所

株式会社ダンテック　津事業所

社会福祉法人いろどり福祉会ケアハウス・在宅複合施設花紬



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県農業共済組合家畜診療所

アルコ　株式会社

株式会社　ロッシュ

大塚製薬株式会社名古屋支店津出張所

株式会社青山高原ウインドファーム

杏林製薬株式会社津営業所

アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社　三重事業所

テルウェル西日本　株式会社　東海支店　三重営業支店

パナソニックリビング中部　株式会社　三重支店

イセット　株式会社

三重県警察本部刑事部捜査支援分析課

三重県警察本部刑事部捜査第二課

株式会社　丸和製作所　安濃工場

三重県警察本部刑事部機動捜査隊

三重県警察本部刑事部刑事企画課

三重県警察本部　刑事部　捜査第一課

ネッツトヨタ三重　株式会社　津北店

津募集案内所

津市役所　健康福祉部

津市役所建設作業事務所

三重刑務所

株式会社　大里畜産

中部建設工業株式会社

林口工業株式会社

津市上下水道事業局　安芸事業所

株式会社　ＺＴＶ

三交不動産　株式会社　津展示場

全国農業協同組合連合会　三重県本部　畜産部

三重日産自動車株式会社　津江戸橋店

津グランドボウル

株式会社　浅井農園

大東建託株式会社津支店

株式会社エクシオモバイル　三重技術センター

株式会社　ワキタ商会　三重営業所

株式会社　三重ヒヨコ

株式会社　ジオフォーラム



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　ティ・エス・サービス

三重ヰセキ販売株式会社

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社　津事業所

中部電力パワーグリッド株式会社　三重支社

高橋硝子　株式会社　津店

三重テレビ放送株式会社

株式会社　ビバホーム　スーパービバホーム　津白塚店

株式会社　伊藤園　津支店

大林道路株式会社　三重営業所

日本郵便株式会社　東海支社（津中央郵便局駐在）

小木曽工業株式会社　三重工場

三重県農業共済組合

株式会社　ファイネス　三重営業所

小野薬品工業　株式会社　三重営業所

大和建設株式会社

株式会社　デンソーソリューション　三重支店

中央産商　株式会社　中勢営業所

株式会社ＪＡ全農みえサービス

株式会社　トーヨータイヤジャパン　津営業所

イオ信用組合　津支店

社会福祉法人　結の会

株式会社　井谷工務店

三重交通　株式会社　整備工場

キッセイ薬品工業株式会社　東海北陸支店　三重営業所

一般財団法人　三重県水質検査センター

日本赤十字社三重県支部

百五リース　株式会社

キャノンメディカルシステムズ株式会社三重支店

社会福祉法人　高田真善会

救護施設長谷山荘

株式会社　ミヤムラ

岡三証券　株式会社　津支店

山下ゴム　株式会社　三重工場

運転代行Ｂ－Ｚｅｒｏ

医療法人　永井病院

株式会社　伊勢新聞社



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　中勢ゴム

株式会社　トヨタレンタリース三重

株式会社ユタカ技研三重製作所

全国共済農業協同組合連合会　三重県本部

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社

社会福祉法人　寿泉会　八幡園

全国農業協同組合連合会　三重県本部　肥料農薬課

株式会社　原芳商会　津営業所

株式会社　山幸建設

特別養護老人ホーム　げいのう逢春園

株式会社　ガスリビング三重　津営業所

株式会社　ヘルシーファミリー　中勢支社

運転代行　天・ＴＥＮ

日本土建　株式会社

愛知機械工業株式会社　津工場

株式会社　モリタ東海

株式会社　安芸砂利

三重県立　国児学園

三重トヨペット　株式会社

中電配電サポート株式会社　津営業所

松田畳工業有限会社

株式会社みずほ銀行　津支店

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ東海支店三重営業所（桜橋）

住友林業　株式会社　住宅・建築事業本部　三重支社　津営業所

富士フイルムヘルスケアシステムズ　株式会社　三重営業所

ジーテック有限会社

株式会社百五銀行

大東建託パートナーズ株式会社津営業所

株式会社　ＮＴＴフィールドテクノ　三重設備部　フィールドサービスセンタ

関西プロパン瓦斯　株式会社　津営業所

アッヴィ合同会社　三重オフィス

株式会社マツザカ津店

栗田石油　株式会社　外商部

株式会社　百五銀行　津新町支店

運転代行ＧＯ－ＪＥＫ

株式会社　中部都市建築設計事務所



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

通所介護事業所　ハートヒルかわげＲ２３

株式会社スズキ自販三重　津営業所

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社　三重営業所

（公財）日本少年野球連盟三重県支部津ボーイズ

国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構　安濃野菜研究拠点

学校法人　日本聖公会三重学園　聖ヤコブ幼稚園

株式会社　ミエデンシステムソリューション

東邦薬品株式会社津営業所

株式会社　建通新聞社　三重支局

草深林業　株式会社

三重県立子ども心身発達医療センター

帝人ヘルスケア株式会社三重営業所

日本年金機構　津年金事務所

大和証券　株式会社　津支店

ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社　三重支店　三重営業所

津税務署

株式会社　三十三銀行　津南支店

マルゼン有限会社

東邦ガス株式会社　導管ネットワークカンパニー広域導管部　三重地域センター中南勢導管

課

日本オーチス・エレベータ株式会社　中部支店三重営業所

三菱農機販売株式会社　中部支社津営業所

株式会社ミヤビ機器

三十三銀行ＳＢＩマネープラザ津

株式会社スズキ自販三重　アリーナ三重大前

株式会社扇港電機システムエンジニアリング事業部中南勢事業所

太陽建機レンタル　株式会社　三重中央支店

三重交通　株式会社　保険営業部

株式会社　八神製作所　津営業所

株式会社　百五カード

東芝エレベータ　株式会社　津営業所

ＯＫＩクロスティック　株式会社　三重支店

中部電力ミライズ株式会社　三重営業本部

三重県身体障害者総合福祉センター

有限会社　三重伸明

長谷山寮



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県総務部管財課

あいおいニッセイ同和損害保険　株式会社　三重支店

株式会社　フォーム　三重支店

三交不動産株式会社　杜の街

名阪観光株式会社　鈴鹿カンツリークラブ

フォレスト芸濃ゴルフクラブ

介護付有料老人ホーム　昭和ろまん

佐藤ライト工業　株式会社

公益財団法人　三重県産業支援センター

株式会社三重平安閣　ディ・グラード・ドルチェ津

秀盛機工株式会社　三重営業所

大和ハウスリフォーム株式会社　三重営業所

ネッツトヨタ三重　株式会社　津店

近鉄不動産　株式会社　津営業所

住友林業ホームテック　株式会社　津支店

シンリョー特機株式会社

株式会社　エヌ・エス・アイ

株式会社　メディカル一光グループ

株式会社　メディカル一光

有限会社ヤマト産業

理想科学工業　株式会社　理想三重支店

丸ノ内ビル管理株式会社

イオンディライト株式会社　東海支社三重支店

旭電器工業株式会社

田中　ナナコ

株式会社　ライフ・テクノサービス　津営業所

東邦ガス株式会社　地域計画部　広域計画センター

三交不動産　株式会社　リフォーム事業部　津店

塩野義製薬株式会社　三重営業所

天理教津大教会

株式会社　津市環境公社

田辺三菱製薬　株式会社　三重営業所

三重大学教育学部附属特別支援学校

松阪興産株式会社　安濃工場

マクセルクレハ株式会社　津工場

株式会社ジャパンクリニカルサービス　三重業務センター



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

中外製薬株式会社　津オフィス

一般社団法人パブリックサービス津事業所

三重県警察本部交通部運転免許センター　運転免許試験課

三重県農林水産部

株式会社百五銀行　津パーソナルプラザ

株式会社　トーエネック　津営業所

東進産業株式会社

三愛物産株式会社三重支店

ＹＫＫＡＰ株式会社三重支店

長永スポーツ工業株式会社三重支店

旭化成ファーマ　株式会社　医薬名古屋支店　三重営業所

株式会社　セキデンアクシス

社会福祉法人　洗心福祉会

株式会社　中電オートリース　三重支店

パナソニックリフォーム株式会社中部営業部三重営業所

株式会社　百五銀行　河芸支店・白塚支店

株式会社エイコス

中部管区警察局　三重県情報通信部

東芝テックソリューションサービス　株式会社　津サービスステーション

伊勢久　株式会社　津営業所

伊勢湾マリン開発　株式会社

株式会社商工組合中央金庫　津支店

有限会社新和工業

中部電力パワーグリッド株式会社　津営業所

ＮＴＴデータルウィーブ株式会社　東海サービスセンター

三重県警察本部警務部会計課

三重県警察本部警務部総務課

株式会社神田組

Ｂｅｌｉｅｖｅ株式会社

株式会社　メディック

三重県警察本部警務部警務課

全国農業協同組合連合会　三重県本部　生産資材部　農業機械課

株式会社葉山電器製作所

損害保険ジャパン株式会社　三重支店

ＪＡ共済損害調査株式会社東海支社三重支店

トリックス　株式会社



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

津市教育委員会事務局

津市北消防署

津市中消防署

津市役所河芸総合支所

津市役所美里総合支所

津市役所安濃総合支所

津市中消防署安濃分署

津市役所津北工事事務所

津市役所環境施設課

日本放送協会　津放送局

株式会社　テイスター　三重支店

三重県土地改良事業団体連合会

株式会社ライフ・テクノサービス

東海労働金庫　津支店

三井住友海上火災保険　株式会社　三重支店　三重支社

日本たばこ産業　株式会社　津支店

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン　株式会社　三重支社　津事業所

東日本信用漁業協同組合連合会

学校法人　山田学園　認定子供園　清泉幼稚園

株式会社　パーソナック

株式会社　キーエンス　津営業所

株式会社タカダ工業

ミツイワ株式会社　三重フィールドサービス部

三重県土地開発公社

三重いすゞ自動車株式会社　津支店　鈑金工場

株式会社　三重高等自動車学校

東海東京証券　株式会社　三重中央支店

三重県民共済生活協同組合

東芝テック株式会社三重営業所

株式会社　プラスワン　本店

ミサワホーム株式会社　三重支社

大和リビング　株式会社　津営業所

一般財団法人　近畿健康管理センター　三重事業部

三重県赤十字血液センター

マツカワ工業株式会社

株式会社東海近畿クボタ　安濃営業所



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社百五銀行　本店営業部

一般財団法人　中部電気保安協会　三重支店

三重県漁業協同組合連合会

株式会社　シーテック　三重発電管理所

公益社団法人津地区医師会

三重県森林組合連合会

株式会社　ドコモＣＳ東海　三重支店

株式会社　佐脇建設

三重交通商事　株式会社　津液化ガス営業所

株式会社　こだま

エーザイ株式会社　津コミュニケーションオフィス

花王グループカスタマーマーケティング　（株）　三重支店

大和冷機工業株式会社　津営業所

三重県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

三浦工業　株式会社　三重支店

フクダライフテック中部　株式会社　三重営業所

医療法人　十愛会

株式会社トーエネック三重支店

近鉄ファシリティーズ　株式会社　中部支店三重営業所

三重県警察本部警備部警衛対策課

三重県警察本部生活安全部少年課

ヴェオリア・ジェネッツ株式会社　津営業所

三重県警察本部生活安全部生活環境課

日本光電工業株式会社　三重営業所

トヨタカローラ三重株式会社一身田店

津市役所環境事業課

丸大フード　株式会社　ＭＦ　三重営業所

菱工産業株式会社

三重県児童相談センター　中勢児童相談所

社会福祉法人　憩いの汀

三重ヤクルト販売　株式会社

野村證券　株式会社　津支店

株式会社　三十三銀行　津支店兼津中央支店

津安芸農業協同組合

ノボノルディスクファーマ　株式会社　津オフィス

ナブコドア　株式会社　津営業所



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県教育委員会　事務局　特別支援教育課

津市役所農林水産部

津市役所市民部

津市役所　芸濃総合支所

国立大学法人　三重大学

近畿日本ツーリスト　株式会社　津支店

国際セーフティー株式会社　三重支店

株式会社　中京銀行　津支店

スーパーサンシ　株式会社　河芸店

株式会社日建エンジニアリングサービス

若津精密工機株式会社

三重トヨタ自動車　株式会社　本店　桜橋サービスセンター

株式会社　りそな銀行　津支店

株式会社津松菱

津市教育委員会事務局芸濃教育事務所

カメヤマ株式会社　大洋工場　物流センター

有限会社暁自動車工作所

社会福祉法人　聖マッテヤ会

株式会社ホンダ四輪販売三重北　ホンダカーズ三重北津藤方店

大和ハウス工業　株式会社　四日市支社　三重営業所

箕田　勝範

株式会社　キクテック　三重支店

協和キリン株式会社　名古屋支店　三重営業所

公益財団法人　三重県健康管理事業センター

こくみん共済ｃｏｏｐ（全労済）三重推進本部

ＵＣＣコーヒープロフェッショナル　株式会社　津支店

花王フィールドマーケティング　株式会社　三重エリア

小野建　株式会社　三重営業所

有限会社　前川組

セコム　株式会社　テクノ事業本部　三重支所

日新火災海上保険株式会社　東海第２事業部　三重中央サービス支店

株式会社　ニッショー　管理事業部　三重南営業所

三重県信用保証協会

社会福祉法人　こしば福祉会　介護老人保健施設　トマト

株式会社　ジガミホンフーズ



【津警察署管内】

（順不同）

事業所名

トヨタカローラ三重　株式会社　津店

イワタニ三重　株式会社

ローレルバンクマシン株式会社津営業所

中電不動産　株式会社　三重支社

医療法人思源会　第二岩崎病院

東邦液化ガス株式会社　三重支店

バイエル薬品株式会社　三重営業所

三重トヨペット株式会社　津栗真店

大日本住友製薬株式会社津営業所

清水建設株式会社三重営業所

社会福祉法人弘仁会　特別養護老人ホーム美里ヒルズ

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社

株式会社　朝日機器エンジニアリング　津支店

（株）ホンダカーズ三重津中勢バイパス店


